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Treon
ユーティリティの請求書の支払いを簡単に：ワンクリックでテレコム、電
気、ガス、水道料金を支払います

この記事は、個人的、法的、または財政アドバイスを提供していません。あなたは、あなたの専門
的な法律や財務アドバイスを強く叫ぶことです。

法的否認

1. Treon（TXO）ホワイトペーパー（以下「ホワイトペーパー」または「文書」）は、情報提供のみを目
的として提供されます。

2. この文書のいかなる内容も、管轄地域の有価証券、投資勧誘または投資顧問を販売したり、購
入する提案を行うものではありません。この記事は、Treonの販売と購入を規制していません（
TXO、ホワイトペーパーを参照）。 Treonの販売と購入は、利用規約の適用を受けます。

3. ホワイトペーパーに含まれているいくつかの見積もり、文房具や結論は、将来予想に関する記
述を構成します。そのような記述や情報は、不確実性とリスクに関する事項に予想される結果と
大きい差が生じることがあります。

4. ホワイトペーパーは、以前のバージョンよりも新しいバージョンの文書に更新または変更され
ることがあり、変更の事実や内容を通知する義務がありません。最新のホワイトペーパーのホワイ
トペーパーは、ウェブサイトhttps://treon.io/から入手することができます。ホワイトペーパーに提
出されたすべてのデータは、関連するバージョンが配布された時点で正確かつ最新の状態を維
持するよう最善を尽くしているが提案された文書は、独立した第三者の意見を聴取する代わりは
ありません。

5. ホワイトペーパーおよび関連文書は、英語以外の言語に翻訳することができます。英語版と外
国語版の間に矛盾や不整合が発生した場合、ドキュメントの英語版が優先されます。
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6. ホワイトペーパーは、Treonを拘束する契約を構成しません。 Treon、その役員、役員、従業員お
よび従業員は、ホワイトペーパーに含まれているすべてのデータの正確性、信頼性、または完全
性に関連して発生する法的責任を保証したり、支持しません。いくつかの管轄地域の適用法で許
容される範囲内でTreonはホワイトペーパーと関連して発生する間接的、特別、偶発的、結果的、
またはその他の損失について責任を負いません。、収益の損失、収入または利益の損失、データ
の損失などが含まれます。 Treon（TXO）を購入したい人は、ホワイトペーパーに記載されて行動
を起こす前に、独立した専門家の助言を求めるべきです。

7. あなたが市民権者又はその他の管轄の代理人である場合TrePデジタル資産公開販売に参加
する法的権利がありません。 CAPP問題が違法であるか登録、ライセンスまたはロック条件を満
たしているかどうか。

8. あなたは、あなたの責任でTreonトークンを購入し、受領と保有してTXOは、明示的または黙示
的な保証なしに「現状のまま」提供されることに同意します。あなたの管轄でTreonトークンを法
的に購入できるかどうかとTreonトークンを特定の管轄地域の他の買い手に再販することができ
るかどうかを決定することは、お客様の責任です。 TXOトークンを群衆の販売、購入、またはすべ
ての観点との関連管轄地域で受領して保持することによる税金の影響の決定又は評価の責任は
お客様にあります。

9. このホワイトペーパーで提供される情報を規制当局がレビューまたは承認していません。法律
、規制要件、または管轄の規則に基づいて、そのような措置が取られたり取られません。

10. トークンと分配院長技術の規制状態は、多くの管轄区域では不明、または不安定です。 Treon 
PlatformとTXO Tokensを含む規制機関が、そのような技術やアプリケーションに関連して、既存
の規制を適用することができるかどうかを予測することは困難である。立法府または規制機関が
Treon PlatformとTXOトークンを含む分散院長の技術とそのアプリケーションに影響を与える法
律や規制の変更を実装することができるかどうかを予測することも同様です。規制措置は、TXO
の購入、販売、配信が違法行為を構成するか、Treonトークンが登録またはライセンスが必要な規
制ツールと呼ばれる結晶を介してのみ説明目的のために、様々な方法でTreonプラットフォーム
に否定的な影響を与えることができます販売、配達に関連する当事者の一部または全部の責任
を負いません。 Treonプラットフォームは、規制措置や法律または規制の変更により、このような
法域で営業することは違法であるか、そのような法域で運営するために必要な規制当局の承認
を得るために、商業的に望ましくない場合、管轄地域での運営を中断することができます。
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抽象

11. Treonトークンをイーサリアムプロトコルに基づいていることを考えると、イーサリアムプロト
コルの誤動作、故障、または放棄はTreonトークンに重大な悪影響を及ぼすことができます。また
、イーサリアムプロトコルを支える無効暗号コンセンサス機構をレンダリングすることによって、
TXOの有用性を含め、TreonトークンとTreonプラットフォームにリスクを提示することができ、暗
号化、またはそのような量子コンピューティングの開発などの技術的な進歩に進みます。

12. Ethereumプロトコルに基づく他の分散型暗号トークンと同様に、TXOトークンは、Ethereum
ブロックチェーン上のTreonトランザクションを検証する過程で、鉱夫による攻撃の影響を受けや
すくなります（二重支出攻撃、大部分の鉱業権攻撃、そして利己的な採掘攻撃。どれでも成功した
攻撃は、TreonプラットフォームとTXOトークンへのリスクを提示するなど、しかしTreonトークン
を含む取引の正確な実行と記録、これらに限定されません。

Treon（TXO）は、安全かつシームレスに消費者が接続されているおサイフケータイアプリを通じ
て電気通信、電気、水道、天然ガス、などのユーティリティのその使用のために支払うのに役立ち
ますイーサリアムのブロックチェーンに基づいて、「ユーティリティ・トークン」であります彼らはブ
ロックチェーン以上の新しいユーティリティの支払いのエコシステムを可能にする統合ダッシュ
ボードに加入している電力会社。家計消費だけで年間2兆ドルを超えるエコシステム。

Treonは、ユーティリティ消費者と提供者のために構築されています。 Treon財布アプリケーショ
ンは、消費者が管理し、そのユーティリティの使用のために支払うことができます。 Treonもさまざ
まなプロバイダの中のイントラユーティリティ協定のシームレスな決済を可能にします。ビジネス
・消費者へとビジネス・ツー・ビジネス：Treonは、デジタル変換ユーティリティの両方の前線のた
めの強力な触媒であることを目指しています。
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用語集
ERC20: Etherealトークンが実装する必要があるルールのデフォルトリストを定義します。開発者
は、新しいトークンがより広いEthereumエコシステム内でどのように動作するかをプログラムす
ることができます。

Treon (TXO): おサイフケータイを経由して、安全かつ簡単に消費者は、電話、電気、水道、天然ガ
スのようなツールの使用料を支払うのに役立ちますイーサリアムブロック鎖に基づいて、「ユーテ
ィリティ・トークン」ですとアプリは、彼らが加入し電力会社に接続されています。記号の名前は、
TXOトークンであり、省略形は「TXO」で、Ethereum ERC-20標準に基づいています。 TXOは、さま
ざまなツールを解体するために使用できる通貨ですが、目的を比較分析して顧客が最高のサー
ビスを選択し、最高の価値を得ることができるようにすることです。

ユーティリティトークン： これは、商品やサービスにアクセスするために消費者に提供されるアプ
リコインまたはアプリトークンとも呼ばれるクリプト業界用語です。トレオンツールトークンの助
けを借りて、消費者は法案を解決することができます。 Treon TXOトークンは、特に家庭内や国境
を越えて支払いを決済したい人にとって、現在利用可能な多くの問題を緩和するのに役立ちます
。

Treonダッシュボードアプリと財布： あなたのTXOを安全かつスムーズにトークンとフィアットと
暗号マージンをサポートする管理スマートフォンアプリ。アプリのベータ版はTXO、BTC、ETH、
USDをサポートしています。

Treonデジタルプラットフォーム： Treonのブロックチェーンインフラストラクチャは、TXOウォレ
ットとトランザクションをサポートするために構築されていますか。ユーティリティー会社のシス
テムとアプリケーションおよびウォレットの統合プロトコルが含まれており、使用データを表示し
て支払いを解決します。また、トレオンの生態系パートナーネットワークをサポートするスマート
コントラクターでもあります。

エコシステムパートナーのTreonネットワーク： Treonはまた、彼らの多国間および/または二国
間協定に従って資金の決済を自動化し、加速するスマート契約イーサリアムブロック鎖とサービ
ス・プロバイダー間の相互運用性をデジタル化することを目指しています。
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I. Treonのご紹介
あなたは平均的なユーティリティの消費者は20分間のキューに、彼らは彼らの手形を支払うと、
彼らは3ヶ月ごとに4倍に操作を行うたびに立つことをご存知ですか？それはちょうどキューイン
グ90分の平均です！幸いなことに、今、これらのキューはただ、実際に、彼らはもはやTreonのおか
げで存在しない、ずっと短く持っています！

Treonは特にブロックチェーンスマート契約の技術を使用して自分の手形を決済するために公益
事業を使用している顧客の数十億のために設計された公共料金の支払い、トークンベースのモ
バイルダッシュボードや財布ソリューションです。 Treonは、民間の瞬間、検証し、信頼性の高いト
ランザクションの新しい形です。

簡単で便利な、Treonはただ一つのダッシュボードを通じてユーティリティの請求書の支払いの
ためのワンストップショップ、完全に透明で信頼できます。リアルタイム、追跡可能とコストの還元
、Treonは、事実上どこからでも、楽とのシームレスなあなたの手形を支払うことができます。

Treonを管理し、電気通信、電気、ガス、水道ネットワーク上の使用のために、毎月の光熱費を支払
うために、世界中の消費者を有効にするために構築されたブロックチェーンイーサリアム上のプ
ラットフォームです。主流のデジタルなどの携帯電話は、常にオンのツールは、消費者の十億のた
めのTreonのビジネスモデルと質量の採用戦略の礎石の一つであります. 

A. Treonビジョン
Treonは、ユーティリティネットワークオンとオフを取引するために、新しい「ユーティリティマネー
」になることを目指しています。私たちは、バンクとアンバンク消費者が均等に知り、彼らは音声通
話、データのギガバイト、電気のキロワット、天然ガスの熱量単位、または飲料水のガロンの分か
ら使用するものにお金を払うの利便性とセキュリティを楽しんでいる世界を想像します。 1つのオ
ンラインおよび連結ダッシュボードからすべてのスマートフォン上で動作していると自分の好き
な通貨を使用してこのような使用のために支払います-暗号化またはフィアット - いくつかの簡単
なクリックにより.

Treonチームは、シンプルでユニークなデジタルプラットフォーム、スマートフォンアプリやユーテ
ィリティプロバイダと1つの場所からそのサービスを管理し、オープンでセキュアなインタフェース
を介して各プロバイダに接続されている連結アプリケーションを介して、その使用のために支払
うために顧客を可能にするために財布を設計しました。また、この新しいエコシステムを育てる
ために、Treonは顧客に彼らのユーティリティアカウントをアップ上部またはその光熱費を決済す
るTreonトークン（TXO）を使用するたびに報酬を与えるだろう。

今日では、電気通信、電気、水の消費者は多くの課題に直面しています
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B. 問題の声明

今日では、電気通信、電気、水の消費者は多くの課題に直面しています: 

今日では、電気通信、電気、水の消費者は多くの課題に直面しています:

平均的な消費者は、3つまたは4つのユーザーアカウントを管理します。モバイルサービスの通信
事業者、家を照らす電力会社、清潔な水のための給水、暖房と調理のための天然ガス供給業者が
含まれる。各公益事業会社には、異なる満期の異なる請求期間があります。オンラインまたはモバ
イルの支払いを受け入れるものもあれば、その他は、サービスポイントで現金を支払う必要があ
ります。残高は、自動支払いまたは手動でクレジットカード/デビットカードの支払いを受け入れる
ことができます。

10

また、我々は、ユーティリティ企業はTreonが彼らの長年の懸案デジタル変換のための離職者の1
トークン見つけることを想定しています。ブロックチェーンスマート契約は、電力会社が二国間/多
国間契約を管理し解決するための次世代の自動化技術であると強く信じています。負担をもたら
す効率性、スピード、および貯蓄TreonプラットフォームとTXOトークンが採用するユーティリティ
の強い魅力です。公益事業は、それらの間で相互運用契約を管理している方法は、内から混乱の
準備ができています。通信会社相互接続と国際ローミング協定（IIR）、エネルギー企業のなどの電
力購入契約（PPAの）または託送契約が、TXOsを使用して暗号侵害を介して管理し、決済されます
ようにTreonトークンエコシステムは、スマート契約上のこれらの協定をデジタル化します。私たち
は、デジタル消費者と企業の前線上のユーティリティ業界を変換する強力なイネーブラーとして
Treonを想定します。

ツール企業が約束しているものと実際のサービスや経験との違いにより、素晴らしい顧客体験、特に銀行に包
まれていないもの。

サプライヤーに応じて、洗練された様々なレベルでの使用を監視、制御、および支払いするための断片化された
方法。 1つのことは、確かに、エネルギー、電気通信、水など、生活の基本を知り、支払うための3つまたは4つの異
なるユーザー旅行があることです。

1つの場所ですべてのユーザーアカウントを処理し、使用料金を支払うための、統合されたシンプルなスマート
フォンアプリの欠如。

時間の支払いにはインセンティブはありません。大部分のツールの独占的な歴史に部分的に起因するロイヤル
ティ報酬はほとんどまたはまったくありません。これは、消費者に彼らが当然と考えられるべきであるという認識
を与えるものです。

太陽光や風力などの環境にやさしいツールを使用した場合の報酬はほとんどまたはまったくありません。ソー
ラーネットワークで発電された電力をキャッシュバックで報いるのはどうですか？これが環境へのポジティブな
影響に共通していると想像してください.



C. なぜTreon
Treonは、堅牢でモジュール式のEthereumブロックチェーンベースの分散型サプライゲートウェ
イであり、消費者が世界中から使用して請求書を支払うことができるウォレットアプリケーション
を処理します。トレオンは、完全に分散された安価な方法でツールと選択肢になるよう努力して
います。

アンバンクされた顧客の場合、TXOトークンを使用することにより保険金が支払われます。明らか
に、廃車ツールとしてTXOにアクセスする方法を習得するための学習曲線がありますので、一時
的に提供し、引き続き他の支払いツールを提供します。 Treonの基本的な目的は、世界中のお客
様に今日利用可能なあらゆる種類の支払い方法を提供して、日常の苦痛を和らげようとすること
です。

トレオンは長年にわたって顧客中心の革新を行ってきた業界で、デジタル決済ツールを使って新
しいサービス形態を構築しています。ブロックチェーン技術は、コスト効率と収益性を向上させ、
消費者に経済的自由を利用できるようにする大きな機会を提供します。

Treonユーティリティ財布アプリケーションは、消費者が電子財布媒体の可能性を利用して、使用
権を正確に整理して管理し、従来の課金サービスの落とし穴を防ぐのに役立つように設計されて
います。モバイルウォレットは、すでに世界中の人々にとって大きな利点と利便性を提供している
ため、ユビキタスで不可欠なホームツールとなっています。

11

無関係な顧客（明確な多数）の経験を考慮すると、世界の平均的な勤勉な人々のためのサービス
プロバイダーの管理における毎月の難しさの大きさを理解しやすくなります。社会経済的なピラ
ミッドの下位層では、金融リテラシーの水準は低い。地理的および物流的な障壁も、これらの社会
を金融部門に結びつけるための大きな課題です。

今日のデジタル時代において、サービスプロバイダーは、運用コストの増加、個人的かつ改善さ
れた顧客体験の要求、サイバー製品のセキュリティ問題、およびコンプライアンスルールの順守
という大きな課題に直面しています。世界中のツールは、将来的に成長するために必要な「アナ
ログ」遺産と「デジタル」DNAのギャップを埋める必要性を認識しました. 
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毎月支払う保険料を毎月支払うことを覚えておくことから、保険料を支払うという月例の仕事の例
を考えてみましょう。小切手を印刷するか、現金、待ち行列、領収書を保存し、最終的に金額のどれ
を費やしたかを計算してください。それでも、どれくらいの請求書が受領され、支払われたのかわ
からないのですか？または、延滞料金、罰則、またはサービスが切断されるかどうかを確認してい
ますか？

トレオンでは、使用料金の支払いと回収を簡素化し、効果的で包括的な支払いゲートウェイとエ
コシステムを通じて、真の消費者満足度を提供するチャンスを翻訳するというビジョンに真剣に
取り組んでいます。 TXOシンボル、デジタル決済オプション、セキュリティと詐欺防止、TXOシンボ
ルやその他の暗号コースをサービスプロバイダーに費やす能力を利用する際には、消費者に取
引手数料を安く提供します。

Treonでは、いつでも、どこでも、お支払いをお得な料金でご利用いただけます。

ブロックチェーンと暗号化通貨はユーティリティ産業を変革するでしょう。これを実現するために
は、革新的なソリューションを実装し、顧客モデルを開発することによってツールが干渉する必要
があります。ブロックチェイン技術は、そのような変換を可能にする柱の1つです。ブロックチェー
ンは、公開鍵の暗号化に基づいた分散型リード・コミュニケーション・テクノロジであり、共通のネ
ットワーク・インフラストラクチャは、顧客とエコシステム・パートナーとの信頼できる安全なプラ
ットフォームを提供するためのツールです。

ブロックチェーンは、消費者、バイヤー、売り手、およびサービスプロバイダー間の直接的な - 仲介
なし - 信頼できるピアツーピア取引チャネルです。ブロックチェーンは、スマート契約技術を適用
して安全なトランザクションを提供する能力を実証しています。ブロックチェーンは実行可能なツ
ールソリューションです。従来のユーザーテクノロジは、ブロックチェーンと共存して、内部および
顧客単位をドライブしてテクノロジへの投資を維持する必要があります。

Treonは、数十億の有益な顧客をブロックチェインや暗号スペースに結び付けることによって、暗
号領域で膨大な数のユーザーを獲得しようとしています。私たちのビジョンは、トヨタのトークン
を世界中の顧客が、彼らの法案を支払うために彼らに報酬を与えるために彼らが好んで使うツー
ルとして使用する時代に到達することです。 Treoのトークンを受け入れるツールは、速く、安全で、
安価で使いやすく、使いやすいツールです。



D. 市場の潜在力

1. テレコムでの機会

GSMAの最新の数字によると、世界中の50億人以上がモバイルユーザーです。それは、接続し、ビ
ジネスを行い、楽しんで、売買し、私たちの日常生活の中で払う最も重要な「生命線」となっていま
す。

Treon携帯電話をブロックチェーン技術と暗号侵害の力を利用するための架け橋として利用しま
す。世界銀行とGSMAによると、38億人のモバイルユーザがアンバンクされている。 Treonトーク
ンは、非銀行部門のデジタルデバイドを埋めることを目指し、急速に成長するオンライン経済に
参加する機会を提供します。
この急速に成長するデジタル経済は、さまざまなユーティリティ分野にわたって未知の可能性が
あります。彼らの年間市場規模は電気通信、電気、天然ガス、グリーンエネルギー、水のいずれで
あろうと数兆ドルであり、トレオンはこの市場の公平なシェアを占めるように設定されています。
以下は、市場機会とトレノンが今後5年間で拡張性と持続可能な成長を獲得する方法について説
明します.

テレコムユーティリティは、消費者にデジタルソリューションを提供して、技術的にさらに発展して
経験を向上させます。 Treonはテレコム会社をまず対象にTXOトークンとデジタルツールのアー
リーアダプター（2017年、実際の売上高1兆ドルを記録したGSMAレポート）を目標にする予定で
す。 GSMAによると、消費者の2018年グローバルテレコム収益は1.05兆ドルに達すると予想され、
オンラインチャネルの売上高（つまり、オンラインチャージおよびオンライン充電）の売上高が
1,010億ドルに達します。

通信事業者の収益は2019年に1兆1000億ドルに達することです。

売上高の約80％は、51億加入者に放送時間を販売していることから発生し、20％はインターコネ
クトとローミングサービス収入であり、20％は、ビジネス市場サービスを提供しています。相互接
続およびローミング収益は、ホームネットワークの外部の加入者を使用するために、収益を共有
するために、通信プロバイダとの間の署名された契約に基づいています。これTreonが通信分野
の巨大な隙間を自動化するためにブロックチェーンスマート契約を展開するのに適した市場で
す。

以下の表は、前年比5％の年間成長率を記録した通信放送時間の合計消費市場の売上高を示し
ています。今日の消費者の収入の10％は、オンライン決済チャンネル（ウェブサイトまたはモバイ
ルアプリを介して）で出た90％は、実際の伝統的なお支払いのチャンネルできました。オンライン
通信収入はますます増加しています。 Treonは、オンライン通信の収益を目標に公平なシェアを
拡大、拡大し、捕捉します。 Treonはオンライン通信、放送時間、収益の最大1.5％の市場シェアに
到達することに合理的な予測を介して2023年末までに自社のプラットフォームで16億8000万ド
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ル規模の取引を捕集たいと思います

出典：Treonのビジネスモデルと様々なGSMAが報じています。

インターコネクト＆ローミング：
さらに、Treonは、産業界の相互接続とローミング協定をデジタル化し、ブロックチェーン上のスマ
ート契約への移行を目指しています。この企業間（B2B）の相互運用契約の年間量はGSMAごとに
、2017年に$ 2,000億に達しました。 Treonは、私たちのTXOトークンを使用してTreonプラットフォ
ーム上での取引の$ 4億2,000万の価値に達することができ、2023によってこれらの取引の1.5％
の市場シェアを獲得するために熱望します

Global Telecom 
Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 1.1 T $ 1.17 T $ 1.23 T $ 1.31 T $ 1.4 T

$ 660 B $ 702 B $ 738 B $ 786 B $ 840 B

$ 66 B $ 70 B

0.10% 0.35%

$ 66 M $ 246 M

Total Revenues

Global Consumer
Market @60%

Online @10% of
Consumer Market

Project Treon
Market Share

Transactions value
on Treon Platform

$ 74 B $ 78 B $ 84 B

0.75% 1.0% 1.5%

$ 554 M $ 786 M $ 1.26 B

2019 2020 2021 2022 2023

$ 220B $ 234B $246B $262B $ 280B

$ 22B $ 23B $ 24.6B

0.10% 0.35%

$ 22M $82M

0.75%

$ 184M

Global Interconnect 
& Roaming Market

Revenues@20

Online 
Transaction

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

$ 26B $ 28B

1.0% 1.5%

$ 262M $420 M
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2. 電気での機会
2017年に、電力会社は、売上高の約$ 2兆を生成し、そのうちの$ 6,500億には、（消費者市場への
事業）家庭の消費者から来ました。これは、私たちのビジョンはTreonのユーティリティ財布と
2023でTreonプラットフォームを超える取引の$ 12億に達するTXOトークンを通じて家計消費の
ための支払いをデジタル化の増加シェアを獲得することである2023年で$ 8,000億に達するだろ
う。

テレコム・ユーティリティと同様に、電力会社は、共有インフラストラクチャやネットワークから生
じた収益を共有するために同様のプロバイダの間で協定に署名します。これらの企業間取引は、
Treonを目指して2023年で$ 1.87兆に達すると予想されている2023でTreonプラットフォーム上
での取引の$ 28億に達する見通しとそのブロックチェーンスマート契約を通じて電気の相互運用
契約をデジタル化するための増加シェアに到達することです。

Electricity Consumer 
Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 660B $ 693B $ 727B $ 764B $ 802B

$ 66B $ 69B $ 72B $ 76B $ 80B

0.10% 0.35%

$ 66M $ 242M

Total Market

Online
Transaction

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

0.75% 1.0% 1.5%

$ 545M $ 764M $ 1.2B

2019 2020 2021 2022 2023

$ 1.5T $ 1.6T $ 1.7T $ 1.78T $ 1.87T

0.10% 0.35% 0.75%

$ 154M $ 566M $ 1.2B

Electricity Consumer 
Market

Total Market

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

1.0% 1.5%

$ 1.78B $ 2.8B
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3. 天然ガスでの機会
天然ガス事業は、消費者の使用状況から、2017年に$ 5000億を生成しました。 Treonのビジネス・
ツー・消費者のビジョンは、そのユーティリティの財布とTXOトークンによる利用状況の支払いを
デジタル化の増加シェアを持っていることです。総消費市場は2023年で$ 656億ドルに達すると予
想されます。

テレコムと電力会社と同じように、同様のプロバイダーの間での天然ガス会社のサインホイール
と販売契約は、共有インフラストラクチャやネットワークから生じた収益を共有することができま
す。相互運用契約を経由してユーティリティの間で共有推定収益は$ 1.5,000億であると推定され
ているTreonはそのブロックチェーンスマート契約を通じて相互運用性のエネルギー協定をデジ
タル化するための増加シェアを獲得する態勢を整えている2023年で.

Natural Gas 
Consumer Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 360B $ 378B $ 397B $ 416B $ 437BTotal Market

0.10% 0.35%

$ 36M $ 132M

0.75% 1.0% 1.5%

$ 297M $ 416M $ 656M

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

Natural Gas 
Consumer Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 1.4T $ 1.51T $ 1.58T $ 1.66T $ 1.75TTotal Market

0.10% 0.35%

$ 144M $ 529M

0.75% 1.0% 1.5%

$ 1.19B $ 1.66B $ 2.62B

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform
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4. 水中での機会

結論：

水道事業は、家計消費から2017年に$ 1,400億を生成しました。 TreonはTXOトークンを使用して
、そのユーティリティウォレットを使用のための支払いをデジタル化の増加シェアを獲得すること
が決定されました。

さらにTreonは、ブロックチェーン上の相互運用性契約をデジタル化する市場のシェアを目標にし
ています。これは、273百万ドルTreonプラットフォーム上

公益セクター内のTreonのための強力な成長の機会があります。ユーティリティの売上高は、需要
増に増加している、ブロックチェーン上のデジタル和解への変換および取引手数料は、すべての
Treonのビジネスモデルの予測の範囲内にされています。従って、途中で自分自身を配置すること
によって、その成長している市場の公正なシェアをつかんでからの収益の増加は、垂直ユーティリ
ティ内の増分の成長になります.

Water Consumer 
Market 2019 2020 2021 2022 2023

$ 105B $ 110B $ 115B $ 121B $ 127B

0.10% 0.35% 0.75%

$ 10M $ 38M $ 86M

2019 2020 2021 2022 2023

$ 45B $ 47B $ 49B

0.10% 0.35% 0.75%

$ 4.5M $ 16M $ 37M

Total Market

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

Water Consumer 
Market

Total Market

Projected Treon 
market share

Transactions value 
on Treon Platform

1.0% 1.5%

$ 121M $ 191M

1.0% 1.5%

$ 52M $ 82M

$ 52B $ 54B
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E. チームの概要
Treonチームとアドバイザーは、「歴史を作る」ために吸引と一緒に来ました。チームのビジョンは
、世界中のユーティリティのデジタル変換を陣頭指揮するために、最新の暗号化とブロックチェー
ン技術を活用した革新的なプラットフォームを作成することです。チームのユーティリティのため
の世界で最も重要な分散型の決済財布アプリケーションを作成することを目指しています。

Treonの創設者は、広範な業界の電気通信の専門知識、エネルギー、ブロックチェーン、およびハ
イテク産業で経験豊富なチームを結成しました。チームメンバーは、起動スケーリング、および収
益性の高い数十億ドル規模の企業の成長に実績を証明されています。チームメンバーは、グロー
バル企業で働いていました:

北米、アフリカ、アジア、ヨーロッパの固定通信事業者：
Vodafone, Vimpelcom, Orange, STC, Zain, MTN, Virgin Mobile, Mobily, AT&T

ハイテクとテクノロジーのブルーチップ：
Cisco, Qualcomm, HP

ブランド、コミュニケーション、広告代理店：
Leo Burnett, Lippincott, McCann Worldgroup,  JWT

経営コンサルティング：
PWC, Strategy&, Accenture, EDS, Logica

エネルギーとグリーン電力：
Schlumberger, Duke Energy, Powerhive

暗号化とブロックチェーン：
XchangePal, XchangeRate, Kryptonight, Coinason
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すべてのチームメンバーは、私たちのいくつかは、いくつかの成功した技術が存在して行われた
との暗号化とハイテク起業家です。文書の終わりに各メンバーを知る。ここでは、個別に起動し、育
て上げとのために働いていた会社のほとんどがあります。
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II. Treonビジネスモデル
Treonのビジネスモデルは、異なるユーティリティサービスによって流通マージン、取引手数料お
よびプラットフォームの使用料から入ってくる複数の収入源に基づいています。それと同時に、彼
らは、ユーティリティ・プロバイダーへの大幅な節約を表し、Treonのための健康的なマージンを
形成します。

これはTreonの採用と使用が魅力的にするためにTXO・トークンを使用しないことを消費者に報
酬をお返しするTreonを可能にします。さらに、このような節約は電力会社が、契約管理、支払い
を容易にするためにブロックチェーンするために彼らの契約を動かす採用するための触媒とな
ります。

上記マージンや手数料の統合によるTreonビジネスモデルがうまくグローバルな成長市場に対
応し、消費者と提供者の双方に比類のない価値を有効にするユーティリティ・プロバイダーへの
真のパートナーとなるように構築されています. 

A. Treon収益ストリーム:

Treonトークンを使用してユーティリティ決済のために発生するすべての取引には、関連する取引
手数料があります。この費用は、Treonプラットフォームのすべての取引に適用され、Treonに直接
収入を創出します。取引手数料は、現在の金融機関（銀行やクレジットカード）が現在提供してい
るよりもはるかに少ないことです。目的は、コストを下げ、収益を向上させることです。

なぜ？ブロックチェーンの技術革命にユーティリティを提供して、分散された安全で効率的で公正
かつ迅速なスマート契約アーキテクチャの利点を享受します。ほとんどの手動の相互運用性の支
払いプロセスを完全デジタルブロックチェーンスマート契約ベースのデータ処理に変換します。

方法？現在、手動の相互運用性の契約をブロックチェーンのスマート契約に移行してTreonをユ
ーティリティ決済トークンで指定します。

1. 取引手数料
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B. 消費者へのメリット：

販売代理店の手数料は代理店がサービスを販売するために商業的マージンを提供することに基
づいて、モバイルネットワークが提供する重要な余裕を持っています。 Treonは、コストを削減す
るために役立ち、返品分を維持します。これは全体的な生態系の生態系に必要な効率性との向上
をもたらすでしょう。クイック市場への進出のためにTreonは効率的で迅速な方法でサービスを
開始することができるようトップアッププロバイダとの契約を結びました。

現在、高手数料はTreonが、最終的に事業者に低コストの直接合意を交渉するために手を伸ばす
ほど削減されています。

2. 配布委員会

ユーティリティを使用して会社間決済のためにTreonトークンを購入し、顧客にTreonを直接購入
できる権利を付与することにより、請求書を訂正し、アカウントを再充電することができます。これ
は全体のオンボーディングプログラムの一環として、電力会社と協力して運用コストを削減しなが
ら、段階的に収益を上げることです

3. トークンセール

統合ビューと統合ビューにより、お客様は、ダッシュボードを簡単にナビゲートすることができ、様
々なユーティリティサブスクリプションの使用量と消費量の両方を見ることができます。ユーザー
定義の通知は、支払いまたは更新のためにサービスの早期警報を簡単に提供しています。

1. 簡単な統合ビュー＆通知:

Treonは、最高のサービスを選択して、お金のために最高の価値を得ようとする顧客のための比
較分析を目的とし、他のユーティリティを解決するために使用できる通貨に簡単にアクセスでき
るようにすることで、アンバンクのギャップを削減します。全世界的に50億人のモバイルユーザー
の38億の人口に包括性を提供することができる均等に重要な利点があり、現在の業界で急激な
変化をもたらすことアンバンク状態の人です。東南アジアは、人口の50％がunderbanked巨大な
成長市場です。これは、そのようなサービスへのアクセスを提供することで達成されます。

2. アンバンクの含まれてい
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Treonは、単一のインターフェースで、すべての他のユーティリティサービスを管理することができ
る機能を提供します。最適化、支払いサイクルの変更、グリーンエネルギーの代替に移動または
サービスプロバイダの切り替えなど、すべての機能をすべて簡単で、全体的なダッシュボードで管
理することができます。お客様の要求。

3. 他のユーティリティアカウント管理

分析ツールおよび関連ビジネスインテリジェンスに基づいてコストを削減および/または省エネ
かどうかにかかわらず、消費者に使用を最適化する方法に関する推奨事項が提示されます。私た
ちは、人工知能を使用してTreonとスマートメーターやその他のIOTのサービスを連携する過程
にあります。エネルギー資源をより効率的に活用するために役立ちます。

4. 消費を変え最大限に活用してください

これにより、すべてのお客様は、単一の統合されたダッシュボードを使用してユーティリティを充
電し、コストを支払うことができます。 Treon生態系を活用すれば、顧客は、安全・安心でスムーズ
にし、やりがいのある方法でユーティリティの支払いを請求することができます。

5. タプオプと支払い

お客様は、請求書を精算したり、口座をトッピングすると、ロイヤルティポイントの形式で報酬を
受け取ることになります。これは、顧客がTXOを使用してお支払いするたびに受けることになる累
積的な利点です。
 
また、このロイヤリティプログラムは、顧客が選択したユーティリティのベンダーに、これらのポイ
ントを使用する方法に必要な柔軟性を提供します。ユーティリティトークンを精算するためにトー
クンを使用するたびに、顧客は自分の好みに関連する新たな利点のロックを解除します。また、こ
のプログラムは、必要な言語に応じて様々なプロモーションを提供してトラフィックを増やし、取
引を増やすために使用されます。

6. お支払いのための報酬 - ロイヤルティ・プログラム

消費者は、タイムリーに更新さを確保してお支払いの遅れに起因するサービスの中断を避ける
ために、すべてのユーティリティプロバイダに別の通知をカスタマイズすることができるオプショ
ンがあります。消費者は、アプリまたは好ましい他のソーシャルメディアツールを介して通知を受
け取ることができます。

今日では、各ユーティリティの財布は、主にユーティリティと関連生態系の支払いを提供する限ら
れた使用を提供します。私たちは、その分離された島の間の間隔を狭くし、その生態系の中心に
あるTXOトークンにそれらの間に、より柔軟で透明な通貨の流れを提供して、ユーザーの生活を
容易にする計画です。

7. スマート通知
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C. 電力会社へのメリット:

現在の銀行＆クレジットカード手数料に比べて低い手数料とTXOトークンの導入のために、現在
の報酬の最大80％の削減があります。また、すべてのユーティリティプロバイダに有意な値をも
たらすとTXOトークンの使用のための普及率を緩和します. 

1. 取引手数料の節約

Treonはブロックチェーンにスマート契約に変換すると決済のためのTreonトークンを利用するこ
とにより、電力会社間での相互運用契約をデジタル化します。

現在の風景は、ほとんどの部分は、半自動化された管理ユーティリティ・プロバイダーの間で契約
、代理店、および最終消費者のメッシュです。 Treonは、数千の企業の間で毎月の集落を自動化し、
スピードアップするために、業界でブロックチェーンsとユーティリティ企業のための関連するス
マート契約を作成して展開します。世界中の固定電話、携帯電話、およびインターネット通信事業
者間での相互運用協定のためのスマートな契約を結んでいるテレコムブロックチェーン。世界的
な発電、配電、モバイル、インターネット通信事業者間での相互運用協定のためのスマートな契
約を結んでいる電気ブロックチェーン

0.5%

2.5%

WALLET CRYPTOCURRENCY TRANSACTION FEE INCOME MERCHANT

Payment
Card

TXO
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ユーティリティー・プロバイダーは、当社のビジネスモデルにおいて重要な役割を担っている。異
なるネットワークは、（オリジナルユーティリティサービス提供会社）とTreonエンドユーザー間の
実のノードです。公益事業者との強い結びつきは、消費者がTXOトークンを大量に採用する可能
性をもたらす。 Treonに参加するモバイル通信ネットワーク、インターネット、ケーブルテレビ、お
よび固定電話サービスプロバイダ（トリプル/クワッド選手）、電力会社、水、天然ガス、グリーンエ
ネルギー・プロバイダー、IOTサービスプロバイダ、およびその他：これは、すべての電力会社を含
むことになります生態系を長年にわたり維持しています。

2. パートナーシップ契約

私たちの経験によると、業界の参加はユーティリティ世界で長い道のりを行く。 Treonが公共サー
ビスプロバイダ、およびその他の類似の産業組織に参加することで確実に消費者の信頼を強化
するために、エネルギー、通信、水および公共管理サービスと肯定的で協力的な関係が形成され
ます。

3. 産業参加

すべてのユーティリティオペレータは年間Treon取引量に応じて有料TXOトークンを受け取りま
す。 TXOトークンが多いほど、消費者とのネットワークの交換が行われるほど、より多くのTXOトー
クンを取得します。オペレータがTreonを促進し、そうすることがTreon発行による財政利益を与え
ることができると思います。ユーティリティは、TXOを促進するためのマーケティングインセンティ
ブを受け取ることになります。

4. Treonのリリースインセンティブモデル

ブロックチェーン会社の場合、マーケティングは、ブロックチェーン技術のエンドユーザーを教育
する必要がので、製品を広告する前に、要求の厳しい作業に見えます。暗号侵害とブロックチェー
ンは非常に技術的なもので見えますが、技術的な背景が深くないと理解することができません。
したがって、最も重要なことは、潜在的なユーザーが製品の動作を実際に把握できるようにする
ことです。業界内で統合された努力が必要であり、私たちは、そのような努力に参加して促進する
準備ができています。私たちは、電力会社がTreonの付加価値を持つように促す魅力的なマーケ
ティング戦略が必要です。

5. 消費者教育
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電力会社が作成したアプリケーションは、最終的な消費者が広く採用されません。ここでは、
Treonリファレンスアプリや財布を紹介するために電力会社とのパートナー関係を結ぶことでリ
ードを維持したいと思います。私たちはまた、消費者のための最良の財布を作成するのに役立ち
ことにより、社内の財布を持とうとするすべての公益企業を支援するために進行中です。製品の
作業を既に進行中の場合は、ユーザーの経験を最大限にするためにアプリの設計を改善する準
備ができました。私たちはまた、Treon採用を有効にするために、積極的に参加する準備ができて
います。.

6. アプリケーションのサポート

他の暗号侵害組織の比較では、私たちは私たちと消費者の間の信頼された当事者としての有用
性を有するために十分幸運です。消費者がこれ以上TXOトークンを利用するために私たちを信
頼するように要求されているとして、彼らは単に彼らのユーティリティ事業者を信頼する必要があ
りません。我々はまた、発展途上国の金融インクルージョンをエンパワーし、促進するための非政
府組織と協力しています。私たちはしっかりと私たちのトークンは、時間をかけて成長すると、それ
は確実にエンドユーザーとの評判を強化すると信じていたよう.

Treonは、管理支払い、あなたの利用状況をカスタマイズできるようにするには、スマートデジタ
ルプラットフォームにすべてのユーティリティプロバイダを接続します。最初は、TXOトークンは、
それらの有用性の支払いを決済するためにそれを使用します顧客のニーズをカバーする需要予
測と使用状況に基づいて、特定の電源が提供されます。結局、これはまた、次いで、標準的な決済
方法としてブロックチェーンにわたってその決済通貨としてTXOトークンを採用したことにより、
価値命題の電力会社側に延びます。すべてのこのような要求は、収益性の高い成長傾向に時間を
かけて高いTXOトークン値を駆動します。

Treonは、総準備金の5％は、生態系の需要によって駆動10年間、毎年トークンを供給します。これ
はTXOトークン流動性を維持し、所有者をトークンに謝意を保証します.

7. インパクトのあるTreonの影響力

グリーンエネルギーは、太陽光、風、海の潮の干満、および地熱などの自然源から来ています。こ
れらのエネルギー資源は、彼らが自然に補充している意味、再生可能です。Treonはクリーンで再
生可能なエネルギーにその使用を移行することを促進し、奨励するために、グリーンエネルギー
供給のためのゼロ費用を提供します.

8. 緑と再生可能エネルギーの利用を奨励

D. トークン保有者のためのもうかるTreonモデル:
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Treonは、2つの異なる業種を介して並列に促進され、それぞれの側は、重要な成功要因に基づい
て異なるアプローチを有することになります。顧客のトラックと異なるニーズや興味に奉仕するた
めのユーティリティ会社のトラックがあります。

上記のリリースセクションで定義されているように、我々はTreonが提供するマージンのために彼
らの消費者にTXOトークンを再販します電力会社にTXOトークンを発行します。

二つの重要なチャネルはTreonの成功を保証します: 

以下のセクションでは、我々は、ビジネスのマーケティング戦略への私たちのビジネスを見ている
だろうし、私たちは、ユーティリティ事業者が自社のネットワーク内Treonを促進する方法.

当社のビジネスモデルは、メイン決済オプションとしてブロックチェーンと位置決めTXOトークン
上に構築されており、我々は製品を構築する際に細心の注意を提供するための重要な必要性を
認識しています。私たちの財布とTreonプラットフォームとシームレスにシステムを統合するため
に電力会社と協力しながら、これが理由で、私たちは私たちのプラットフォームを構築するために
、社内の製品開発チームと一緒に行くことにしました. 

1.アプリケーション開発のサポート

ユーティリティのための強力なインセンティブを提供することはTreonを市場には十分ではあり
ません動作します。 TXOトークンマーケティングは、結果的に私たちのマーケティングチームは、
業界に必要なインパクトをもたらすために別のユーティリティプロバイダとの商業協定やパート
ナーシップの実行を駆動する、私たちのために何よりもまず事です。また、当社のマーケティング
チームは、協同組合のマーケティング活動におけるさまざまなユーティリティ部門と密接に連携
します.

2. 電気通信のための社内マーケティング・コンテンツ

私たちは、ユーティリティパートナーのマーケティング資産を生成するために熟練した専門家の
プールを持っています。私たちは、要求に応じて広告キャンペーンとユーティリティをサポートし
ます。私たちは、ユーティリティは、我々はそれらを奨励しているという理由だけで私たちの製品を
宣伝したくないが、我々は彼らが、全体的なマーケティング戦略を参加者をに積極的になりたい
です。

3. ターンキーの専門家

III. マーケティング

トレオンチャンネル

ビジネスマーケティングへビジネス（ユーティリティオペレーター）

カスタマーマーケティングとビジネス（エンドユーザー）
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A. ビジネス・トラックへのビジネス

ブロックチェーンスマート契約テンプレート
ユーティリティが契約をブロックチェーンに移動させることを促進し、促進するために、スマート
契約テンプレートが作成されます。これTreonに必要な関心を持って来るために、ステップ1で、主
要国の重要なユーティリティとの戦略的提携を伴うものです。 Treonを促進し、早期導入の利点を
説明するロードショーもあるでしょう。

移転費用の削減
直接転送やその他の支払い費用に関係なく、今日のユーティリティ企業が銀行システムに支払う
取引手数料は、大幅なコスト削減ができます。これらのコスト削減は、直接P＆Lにぶつかることが
できます。

請求書の支払いのためのコストを削減
多くのユーティリティの場合は、請求書精算の現在の遅延は、キャッシュフローと財務約束に影響
を与えます。 Treonを採用して活用すれば、支払条件に基づいて賢明な契約を介して支払います
ので、この問題を解決することができます。条件が満たされた場合、遅滞なくTreonトークンで支
払が自動的に実行されます。

B. カスタマー・トラックへのビジネス

ダッシュボードアプリ
お客様に差別化された機能と利点をもたらすTreonプラットフォームをベースにした、高度なア
プリは、生活に肯定的な影響を与えます。

ソーシャルメディア
消費者を教育するための専用のソーシャルメディアとデジタルマーケティングキャンペーン。私
たちは、プラットフォームが提供する主な利点と機能に関連する情報を提供することです。トロン
を生活の方法で採用する促すメッセージを配信するためにソーシャルメディアの影響力者の使
用との広範なキャンペーンがあるでしょう。

人工知能機能
AI機能を使用して、最適化のためのリアルタイム状況別の推奨事項を提供して、消費者にコスト
を削減します。これは、代替エネルギーとして再生可能エネルギーを使用して、それに応じて報酬
を受けるお客様に報酬を受け取る方式を確保するための継続的な運動です。
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スマート通知
アプリ内のスマート通知は、様々な利点を強調表示します。プロファイルと興味に基づいて関連情
報のカスタマイズ通知を顧客に提供します。

将来の事業開発
以下のために計画されているいくつかのビジネスアイデア、などがあります。: 

Treon財布とスマート契約ソリューションへのモノのインターネット（IOT）プロバイダの統合。

ホームセキュリティ、オンデマンド・エンターテイメント、およびオンラインゲーム：他の産業に
Treonのビジネスモデルを拡大探検。

OTT（トップ）プロバイダーを含める

TXOトークンを持つP2P送金サービスを促進.
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トークンの配布＆ICO後の配分:

IV. Treonトークン
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プレサール期間中に10億の総供給の43％が売却され、ICO収入（ICO関連費用
がより少ない）は以下のように配分される: -

次のようにTXOsの57％は、今後の鋳造、生態系、創設者および（10年以上）チ
ームのために割り当てられます: -
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Treonトークン（TXO）リリースモデル

スマート契約は、ICOの完了後に販売トークンを配布します。

売れ残りTXOは、準備金に転送されます。

チームのトークンの&gt;権利確定スケジュール

私たちのビジョンは、ユーティリティ消費者とトークン保有者の日常生活に一日の一部として
TXOトークンを作ることです。これは落ち着くと請求書の支払い、再充電する平均とトップアッ
ププリペイド口座などのユーティリティプロバイダによって受け入れられます。Treonの採用、
昇進、および整合性をサポートするために、我々は電力会社を提携奨励するためにトークン
リリースモデルを設計しました。
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トークンセール：429百万個のTXOトークンは21月 - 2018年に開始し、17 - 7月 - 
2018年に終了するご購入いただけます。トークンは終了日前に販売されている
場合は販売が停止します。

Treonの究極の目的は、そのTXOトークンの値の成長を維持することです。 この目的から始めて、
経営 陣は、値の保存を保証し、投棄によって引き起こさ価格腐食を避けるために、権利確定スキ
ームを作り 上げました。 各チームメンバーは、最初の権利確定の運動は、1-Mar- 2019になります
意味1-Sep- 2018 年に、6週間ICOの終了後に開始6ヶ月の崖の終わりにそのトークンの25％を権
利確定開始します トーク ンの2019残りの75％は、その後、四半期ごとに25％の割合で権利確定
する、すなわち、1-Jun- 2019, 1- Dec- 2019, そして1-Feb- 2020.

プリセールスボーナストークンのための権利確定スケジュール

同じロジックに続いて、Treonは、事前ICOとICOセール期間中にボーナスとして獲得したトークン
の再 販売が制限されます。 彼らが選択した場合 - - ボーナストークンの権利確定スキームは、ICO
の最後の日 から120日になる、すなわち、17-July- 2018からボーナストークンの意味保有者は、そ
れらを再販売する



トークンリリースモデルは、発行のためのステークアルゴリズムの証明に基づいて行われま
す。ライセンス・ユーティリティ企業とそのエコシステムパートナーはTXOsを発行する権利を
持つことになります。ユーティリティへのリリース権は5つの基準で構成総計スコアに基づい
て行われます。それはTreonは、企業のビジネスやシステムに統合されているどのくらいの計
測ので、私たちは、内部Treonユーティリティスコア（TUS）によって、このスコアを参照してくだ
さい。高いTUSは、同社がそれが発行されますTXOsの数が多いスコア。 TUS基準は以下のと
おりです:

基準と計算は採用インセンティブと流通公正のバランスをとるために、定期的に更新され、
変更されることがあります。

上記の統合のステップの割合は、個々のステップが発売権利の重みの計算で実行する共有
を反映します。解除権は、毎日測定しますが、毎月計算され、発行され、徐々によりリアルタイ
ムリリースのシステムに移動します。

ユーティリティプロバイダにTreonを発行すると、特定の期間中にプロバイダが販売したTXO
の量を決して超えません。

ユーティリティの顧客と交換されたTXOの量→50％
完成したKYC、AML / CFT、FM活動のコンプライアンススコア→30％

ユーティリティの規模（ネットワーク、量、市場シェアなど）→10％

トレオンとの統合がすでに完了している→5％
トレオンの導入を促進するために公共事業によって行われた活動→5％

Treonは支払い手段としてTXOトークンを受け入れることにしたユーティリティを奨励します。
お客様の場合、組み込みの財布機能は、TXOを平らな通貨に変換して逆の場合も同様です。

TXOトークンの価値は、より多くの消費者は、私たちの価値提案をアルゲドゥェムに基づいて、
市場規模に応じて決定されます。したがってTXOトークンの価値上昇は、サービスの小売価格
の一部として計算されるので、参加費用に肯定的な影響を与えます。また、例えば、$ 0.50に
TXOトークン100個を購入した顧客が5.50ドルで価格を上げ、消費者は、同じ量のコインで10
倍より多くの利益を享受することができていることを意味します。これは我々がTreonをプラッ
トフォームとして採用した市場と暗号侵害としてTXOトークンの価格上昇との間の線形関係
を知ることができる理由です.
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顧客は唯一の時間に自分の手形を支払うことを期待されていたか、そのサービスが中断取得す
る場所を何十年もの間、顧客とその有用性・プロバイダーとの間の関係は、面倒で非友好的でし
た。ほとんどの通信事業者、電気、天然ガス、および水道会社、顧客体験と満足度の独占歴史に競
争が流行していた後でさえも、その優先順位の一番上にありませんでした。ユーティリティは、彼
らの経験の旅に有形顧客重視改善を実施し始めたとき、それは数年前の前にありませんでした。
しかし、これらの改善は、顧客体験に影響を与える最新技術の急速な進歩に追いつくことは及ば
ない。ブロックチェーン技術の機能の使用を消費者やユーティリティを提示するために、Treonは
、使用ダッシュボード（アプリ）や電子財布を作成しています。どちらも、イーサリアムブロックチェ
ーン技術で構築されたデジタルプラットフォームを通じてユーティリティのインフラに統合されて
います. 

Treonは、一つの画面で自分の家庭用ユーティリティアカウントを表示するには、「オンモバイル・
ダッシュボード」を消費者に提示する、業界初となります。用法一つの画面を見ての利便性を想像
してみて、あなたがに接続されているユーティリティで消費しました.

V. Treonユーティリティアプリケーション＆財布

A. MVP（最低生存製品）

使い方ダッシュボード

選択通貨を使用しての場所での請求書を支払う、安全で信頼性の高い強固な小銭入れ。前述の
ように、顧客は、TXOトークンとして支払うとき忠誠ポイントを受け取り、これTreonの最も強力な
付加価値の一つです。 Treon財布は、お客様がフィアットとTXO、およびその他の選択されたクリ
プト通貨との間で転送することができる柔軟性をもとに製作されました。お客様は、クレジットカ
ード（銀行の顧客用）、通信・充電カード、無線基地局、生態系のパートナー（電力会社との契約さ
れた代理店）を通じたTXO直接購入、またはパスワード交換。

Treonの核心価値提案が便利なので、我々は一度のクリックで簡単TXO交換機能を可能にするソ
リューションとビジネスモデルを設計した。これは、パスワード変動の重要なリスクを軽減します。 
Treon発行モデルの節を説明する際にTXOで適切なレベルの流動保持を維持するためにユーテ
ィリティにインセンティブを提供していたいと思います。必要に応じてTXOトークンを現地通貨に
変換する機能を消費者に提供することです。

ウォレット
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これは、アプリやウォレットにデータフローを可能にする基盤となるインフラストラクチャです。 
Treonブロックチェーンは財布TXOトランザクションをサポートするために構築されました。これ
は、使用データを提示し、請求書の支払いを決済するためのユーティリティ企業のシステムとアプ
リや財布の統合プロトコルを収容します。エコシステムパートナーのTreonのネットワークをサポ
ートするためにも、スマート契約エンジンです。 Treonは、彼らのマルチ及び/または二国間協定
のための資金の決済を自動化し、スピードアップするためにTreon ブロックチェーンにスマート
契約を使用して、ユーティリティ・プロバイダーの間での相互運用性をデジタル化することを目指
しています。 
   
Treonは、柔軟な統合レイヤを作成している（API層）Treonデジタルプラットフォームと統合する
複数の方法でユーティリティを提供します。スタートは、ユーティリティ公共の業界標準APIで請求
書提示データの統合となります。私たちは、急速にエンドツーエンドのソリューションを提供する
ために私達を可能に、任意のモバイルネットワークまたはサードパーティ製の財布をサポートし
ています. 

私たちのTreonアプリは現在、プロトタイプの段階にあります。それは、心の中でMVPを使用して
作成されます。特長は、アジャイル方法論、次の2週間のスプリントで段階的にされます。MVP 
POC（概念実証）は、アプリケーションストアからダウンロードする準備ができています。

デジタルプラットフォーム

B. プロトタイプ
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Treonは、お客様の旅の次のユースケースに対処されています:

使用状況ダッシュボードアプリ、財布、および支払プロトコルは、意図的に上記のすべてのユース
ケースをサポートするために、TXOとユーティリティ課金および課金システムを統合するための
モジュラー実装として設計されています。

最初の5つのユースケースは、彼らの顧客ケア・ツー・ユーティリティ自然の中でのようにほとんど
の顧客へのより良い知られています。最後の二つは、特定のですが、ユーティリティ・ツー・ユーテ
ィリティの使用例です。私たちは、上記の7ユースケースに基づいてTreon技術とユーザーインタ
ーフェース設計のアーキテクチャを構築しました。

VictorはSpaceXファルコンヘビー発射の放送を見ていました。私たちは、文字通り、将来的に住ん
でいるという考えに突然打撃を受けた。人類の歴史の中で最も強力なロケットは火星に行く可能
性がある宇宙に飛んでいこうとしています。それはハリウッド映画の叙述がありません。これは、実
際のためのものです。ビクターは、ソファの上で快適にスマートフォンを見ていました。

突然、携帯電話のサービスプロバイダのSMSで携帯電話が鳴り響いた。「あなたのVodafone RUB 
3,000請求の基準は、2014年5月12日です。彼の考えはファルコンヘビー（ファルコンヘビー）と、も
はや存在していない。彼の携帯電話は、再びぶんぶんうなって他のSMSが電気料金を支払うため
にそこにあった。

VI. ケース＆カスタマージャーニーを使用します

事例1：
いつでもどこでも光熱費を管理してお支払いする最もスマートな方法

モバイル利用トップアップ/充電および請求書支払い

固定電話およびインターネットサービスの使用料支払い

電気代の支払いとプリペイド電力の再充電

グリーンエネルギー（太陽光または風力）使用料およびインセンティブ（グリーンクレジット）

水使用量の支払い

公益企業のテレコム相互接続およびローミング決済

ユーティリティ会社のエネルギーと水のクロス企業による決済
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彼は請求書の支払い、特定の明らかに当るためにカードを取り出しました。時間に請求書を支払
うために電力事業者から補償を受けたことがありますか？さらに私は、クレジットカード事業者に
サービスを使用して、長い間貴重な顧客になってくれたこともまだ充実します。私は決して補償を
受けませんでした。その後、我々はどのように旧式の金融システムに将来的に購入することができ
ますか？

現在、我々は国境を越えたチームと協力しており、協力は、より効率的で効果的であり、祖父母が
想像していたよりも早く世界を変化させることができる力を持っています。しかし、私たちの支払
いシステムが重要な更新プログラムを見ていないのはなぜですか？
Treonが大切なお客様に役立つところです。

Treonはブロックチェーンの信頼性と既存決済手段の利便性など、2つの利点をすべて備えていま
す。 Treonは一つの統合されたダッシュボードを使用してユーティリティの様々な使用状況を監視
することができる、世界を作っています。隠されたコスト、銀行手数料と銀行や企業に依存するリ
スクを忘れることができるところ。人が公共料金の請求書を決済するたびに、彼はその評価に関
連する新たなメリットを得ることができます。

同様にElon Muskが宇宙技術に革命を起こして人類がアクセスできるようにしたかのように
Treonはいつかは水ユーティリティの使用でアマゾンの商品に至るまでユーティリティトークンを
支払うために使用できる生態系を構築しています.
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ソフィアは、コンサルティング会社で管理者として働き始めました。彼女はTreon財布を使用して
電気料金を支払う最初の任務を受けた。彼女はTreonのユーティリティトークン財布アプリケーシ
ョンに慣れていません。

S彼女は電気料金を見て電力会社がTreonと統合されていることを確認します。組織の資格情報
を使用してTreonウェブサイトを開き、組織のアカウントの資格情報をプラグインしてTreon-TXO
トークンでのお支払い方法を選択します。

こうすれば、ユーティリティTreonスマート契約によって生成された支払プロトコル関数です。ソフ
ィアは、QRコードをスキャンして、契約の詳細を取得します。この契約書には変動量が毎月会社の
口座から引き落とされると記載されています。この金額は、会社の電力消費量に基づいて決定さ
れます。サラは支払いプロトコルを受け入れるだけの会社の口座が今電力網に接続されます。

Treonユーティリティトークン財布アプリケーションは、電気、天然ガス、水の消費量の請求書など
のユーティリティ請求書を払ってモバイル口座を充電するように簡単です。

ケース2：
変動量の繰り返しの支払い承認
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Another electricity bill has arrived and 
electricity Provider is running a procedure 
on their back end to charge all of their 
subscribed consumers.  The electricity 
provider tries to pull funds from all the 
addresses that have been connected with 
the TREON payment protocol. 

Sofia opens the TREON – utility 
wallet application and chooses 
monthly recurring payment 
subscription with TXO tokens. The electricity provider is using a 

TREON’s PullContract template 
that is built upon 3 authorised 
parameters:
 
• Recurring Subscription- 
electricity provider is controlling 
the recurrence of transactions 
and accept parameters for 
recurrence based on frequency 
and interval 

• Charge Limit - An authorizer 
holds the control of transactions' 
currency and amount.

• Receipient List – Service 
provider holds the complete 
controls of the received 
payments.

Subscrition Period

Billing Cycle

Subscrition Period

Pay with

1 year

Monthly

9.95$/Month

TXO

Scan QR

Monthly Subscription

RecurringSubscriptionAuth

Contact Address:

Name 

Authorizers:

ChargeLimit

RecipientList

Address:

Decsription  

Paraneters

Address:

Decsription  

Paraneters

Address:

Decsription  

Paraneters

1.

Sofia reviews the bill, scans the 
QR code with TREON application 
and approves it.

2.

3.
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デビッドは、銀行口座がない発展途上国で暮らすが、スマートフォンにアクセスすることができま
す。彼はスマートフォンでの銀行口座を受ける代わりに、モバイル決済サービスを利用しようとし
ています。デビッドは現金でのユーティリティ料金を支払うために長い行列に立っている毎月の
ルーチンを恐れて、彼の貴重な時間にストレスや腰をもたらした。デビッドは修道院の代替を必
要としました。デビッドは、銀行口座がなくても、毎月直接入金することができる財布にお金が欲
しいしました。

デビッド友人はTreonを代替金融ソリューションとしてダウンロードして使用するように助言しま
した。デビッドはTreonを使用し始めたので、さまざまなユーティリティ料金を支払うためにワンク
リックかかります。 Treon財布アプリケーションは、デビッドの身元を認証するだけでなく、彼の消
費のために正確な情報を提供するため、ユーザーは自分の消費を減らすか、中止するか、維持す
るか、保存することができます。 Treonユーティリティ財布アプリケーションを使用すると、充電カ
ードを買うか、または現金を支払うために並んで待つことなく、TXOトークンを使用してオンライ
ンで支払うことができます.

ケース3：
銀行取引されていないのTreonユ
ーティリティウォレットアプリケーション

2.

111 Call Custmor 
Service

Unbanked customers

Actual problem If online transaction fails, then the customer requires
to take constant follow-up via emails or calling 
customer care executives. 

Payment via credit/debit cards

Customer frustration

Low NPS

Wait for the turn in long queues

Telecom Electricity

Gas Water

 

PAY

Water Bill

Scan QR

Payment
Successfully

Done

TREON as a global payment solution

Open the application, plugs-in his account 
details and select a payment method, 
choose payment as TXO tokens. Simply, 
scan the QR code from TREON’s mobile 
wallet application and water utility provider 
will charge you for your monthly water 
usage consumption. 
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インドのテレコムオペレータAは、決済方法として、中央値とTXOトークンとしてブロックチェーン
にTreonプラットフォームを使用して相互接続＆ローミング決済のための南アフリカのオペレー
タBとの契約を締結しています。

両方の通信事業者のビジネス・サポート・システムは、TXOトークンの使用がシームレスローミン
グサービスを含むことが、様々なビジネスモデルとの関係のすべてのクロスオペレータ紙幣およ
び管理を管理すること、関連する課金データと請求書の交換を可能にするために、Treonデジタ
ルプラットフォームに接続されています。収益分配と、より。 Treonプラットフォームは、これまでの
相互接続を変更するとローミング契約、サポート価格の変化と異なるプロモーションを収容する
ために、容易に拡張可能です。 Treonプラットフォームは、通信相互接続の課金のフィールド内の
協働するために必要とされるほとんどのタスクを自動化するために、両方の事業者間の関係の管
理をサポートしています.

ケニアでの太陽光発電プラント（A）の供給電力ナショナル・グリッドへの会社（B）。ソーラープラン
トは、農村部の家庭にプリペイド基づいて電気と提供するサービスを生成します。プラント（A）に
よって生成された余剰電力は、電力欠陥とグリッドのエッジに近くの領域を提供するためにナシ
ョナルグリッドに送信されています。ナショナルグリッド会社（B）は、プラント（A）から、そのような
力を受けて、負荷分散を行うには、グリッド内でそれらをストリーミングします。
 
これらの企業間の電力購入契約は、より良いそれらの間の関係や金融決済を管理するためにブ
ロックチェーンにスマート契約に移動されます。これはナショナルグリッドに接続し、シームレスに
余剰能力を活用するために、他の電気の生産を奨励します.  

ユースケース4：
テレコムインターコネクトとローミングスマート契約

ユースケース5：
電力購入スマート契約

通信事業者へのメリット:

インターコネクトを処理し、請求書決済をローミングのための製品に依存しないソリューション。

一つのプラットフォームを通じて関連するすべてのビジネスモデル/契約タイプを管理します

柔軟で強力な処理プラットフォーム
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当社の市場投入戦略は、非銀行加入者の人口が最も多い国に優先順位を付けます。さらに、当社
は、デジタル変換のための彼らの準備にベースのユーティリティへの技術展開の優先順位を決定
します。したがって、我々は、電気通信、電気続いユーティリティ、天然ガス、および水道会社で開始
します.   

製品ロードマップ

VII. Treon ロードマップ
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技術的なアーキテクチャ＆ハイレベルなデザイン
(August 2017)

ICOの準備
(February 2018)

ICO 
(June 2018)

暗号化交換に関するTreonトークンを登録する
(Q4 2018)

テレコムのリリースTreonスマート契約テンプレート
(Q2 2019)

(April 2017)
念慮や市場調査

(June 2017)
Treonビジネスモデル＆プラン

(December 2017)
トレオンユーティリティウォレットアプリのプロトタイプ

(May 2018)
プレICO

(August 2018)
Treonトークンの配布

(Q1 2019)

概念実証の1つの通信事業者との
Treonユーティリティ財布のApp
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ブロックチェーン上Treonスマート契約にオンボードテレコムユ
ーティリティ（アーリーアダプター）インターコネクトとロ
ーミング協定

(Q4 2019)

協定に署名し、テレコムトップアップ＆リチャ
ージリセラーとの統合を開始

(Q2 2020)

電力ユーティリティのリリースTreonスマー
ト契約テンプレート

(Q1 2021)

リリースTreonスマート契約テンプレート天然ガスユ
ーティリティについて

(Q3 2021)
水道事業のリリースTreonスマート契約テンプレート

(Q1 2022)

テレコムユーティリティと記号と展開
Treonダイレクトリセラー契約

(Q3 2022)

天然ガスユーティリティと記号と展開
Treonダイレクトリセラー契約

(Q1 2023)

Treon ブロックチェーンスマート契約にオンボーディングユー
ティリティのグローバル起動し、ユーティリティ財布のApp

(Q2 2019)

協定に署名し、オンライン決済ゲー
トウェイとの統合を開始
(Q1 2020)

オンボード電気事業（アーリーアダプター）ブロックチェー
ン上Treonスマート契約への電力購入契約
(Q4 2020)

オンボードブロックチェーン上Treonスマート契約への天然ガス
（アーリーアダプター）電力購入やホイーリング契約

(Q2 2021)

オンボード水道事業（アーリーアダプター）ブロックチェー
ン上Treonスマート契約への水の購入とホイーリング契約
(Q4 2021)

電気事業でログインして展開Treonダイレクトリセラー契約
(Q2 2022)

水道事業でのログインおよび展開Treonダイレクトリセラー契約
(Q4 2022)



消費者にとって大きな懸念事項の1つは、クリプトカルトの変動性です。トレオンの多くのユーザ
ーは、ボラティリティが利益を得ることを歓迎します。しかし、公益法人による手形決済の場合、ト
ークンと取引する前に価値を失うリスクが存在するため、ボラティリティが機会になる可能性は低
くなります。トレオンは、転換点において、固有のボラティリティリスクをユーザーに通知します。ほ
とんどの場合、法案を決済するための取引時間はスマート契約上瞬間的なものであるため、リス
クは厳しいとは考えていません。ユーザーは支払いを押す前に為替レートを見て、TXOがユーテ
ィリティ側に達するまでに料金にほとんど違いはありません。一方、Treon財布は、顧客がTXOを
交換してワンクリックで決済できるようにします。

暗号のボラティリティ

ブロックチェーンは最終的にユーティリティを変換します。このように、世界中の規制機関から抵
抗が期待されています。他の業界と並行して、法律は一般的にイノベーションに遅れていることが
わかりますが、最終的には消費者ニーズが蔓延し、すべての当事者が許容できる妥協点に達して
います。 
     
Treonは、業界、規制当局、暗号化通貨、そしてとりわけ消費者のための適切な時期に到着したと
強く信じています。我々はまた、多くの国で暗号化通貨を規制する現在の傾向は非常に健全であ
り、業界と技術をさらに推進すると考えている。当社は、その他の市場要因の中で、規制環境に基
づいて当社の展開スケジュールを優先させている.

規制

ほとんどのユーティリティの経営陣は、ブロックチェーンの技術が会社に提供する価値について
確信します。 Treonが消費者と公共機関の両方に苦痛を解決する多角的なソリューションを提供
するという事実は、私たちが、業界で目撃しているの関心の増加の主な理由です。しかし、現実的
には、ユーティリティを使用することがほとんどの企業規模と意思決定と実行速度が比較的遅い
ため厳しい作業です。 Treonが好む要素は、ユーティリティの代わりとの競争が激化するというこ
とです。テレコムの場合Over OTT（上位）のプレイヤーとの競争の激化は、2012年以降、前年同期
比二桁のマイナスの影響を与えた。似たような意味が代替緑の急速な成長に電気空間に存在し、
エネルギー源と国家グリッドに属さない農村地域の超小型および小型グリッドの迅速なリリース
。また、ユーティリティの分野のすべての部門は、最新の技術を採用が遅れて、運用コストが増加

ユーティリティの採用

VIII. 課題
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しています。私たちは、ユーティリティのデジタル変換のための時間が今あり、そのような中断の
速度が業界内で促進されるだろうと強く信じている。これにより、Treonチームは、私たちのビジョ
ンと成長計画を実行し、達成するために非常に楽観的た. 

Treonは、複数の署名財布（multisig）の役割をするEthereumブロックチェーンスマート契約を使
用して財布の整合性とセキュリティを確保します。特定の数の参加者（大規模撤退または移転な
ど）が実行されるように署名する必要があります。 Treon消費者のビジネスモデルは、公共料金の
支払いに重点を置いているので、この制限は、セクターの平均消費レベルに合わせて設定されま
す。

私たちはまた、Treponユーザーに暗号侵害エコシステムの最高の体験を提供するために、いくつ
かの暗号侵害財布の専門家と協力しています。 Treonの意図されたセキュリティのデフォルトは、
ユーザーの財布このユーティリティプロバイダが保有する1つのキーとTreonが保有他のキーを
持つ複数の署名であることを意味します。このメカニズムは、SIM詐欺と盗まれた携帯電話による
トークンの損失を防止します。 Treon銀をデフォルト設定に三をだろうが、顧客が独自のセキュリ
ティを管理するように選択すると変更できます。

必要な部品は、セキュリティは、顧客が携帯電話では、キーを安全に暗号化することです。私たち
は財布に推奨されるセキュリティ領域を使用してTreon iOSモバイルアプリを制作しています。デ
ータは、専用のハードウェアを使用して直接暗号化され（iPhone 5S以上）。顧客が支払うために、
暗号化されたデータにアクセスする必要がある場合は、タッチID /フェイスIDを使用して、キーチ
ェーンを認証し、ユーザーが認識されると、ハードウェアを使用してデータを復号化します。この認
証ステップが成功すると、トランザクションが実行されます。デバイスに保存されたすべてのキー
は、この方法を使用して暗号化されます。 Androidアプリの場合、重要なデータをユーザーの携帯
電話ではなく、セキュリティサーバに保存するようにアプリを設計しています。

ウォレットセキュリティ
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分散システムの主要な争点の一つは、詐欺の危険性です。しかし、Treonの強力な決済メカニズム
とオンライン決済ソリューションを使用すると、Treonアプリや財布ユーザーのみ個人情報を制御
することができます。 Treonは、個人や企業の財務データを1か所で見ることができず、影響を与え
ることができないように特別に設計されました。財布のすべての秘密鍵は、特定の財布の所有者
のみ認められます。Treonは、潜在的な資金の損失を最小限に抑えるか、防止するために詐欺や
ハッキングを減らすためにブロックチェーンの技術が提供できる最善の方法を利用しています。
分散された技術についての最もよい点は、ほとんどのブロックチェーンで簡単に公に見ることが
できる、承認された取引です。 Treonでは、セキュリティ、詐欺やハッキングのリスクを最小限にす
ることが最も重要です。

KYCとAMLに関しては、Treonは、ユーティリティ関連取引のすべての参加者が確認されて法案が
問題となる物理アドレスにリンクされているので、すべての詐欺防止チェックを本質的に準拠して
います。実際に政府発行の身分証明書と一緒にユーティリティビルはKYCとAMLの目的のための
公式の検証に使用されます。

詐欺の危険性
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Treon構造を形成するために、いくつかの要因が作用している:fintech企業のための様々な規制
環境、パスワード、優しい法的管轄権、利用可能な資格を持った技術者の存在とターゲット市場の
近接性。 Treonチームはデザインによって、世界的に配布されます：インドに拠点を置く、統合開
発チームに技術専門家のプールに近接します。アフリカ、アジア市場への進出のためのエジプト
に拠点を置く製品管理チーム。戦略、投資、金融ハブ近接のドバイに拠点を置く商業チーム、エス
トニアに拠点を置く適用可能な暗号化ライセンスを持つ企業構造などがあります。 TreonはDNA
を介して会社が多様で、グローバル化する必要があるの世界にサービスを提供しています。この
チームは、5つの大陸を網羅7つの国籍で構成されています。技術革新、信頼性、透明性、およびシ
ンプルは、私たちの重要な企業価値であり、私たちはすべてのことに含まれます。私たちの組織構
造は、高速で移動する空間で実行速度を確保するために平らます。各「Treonian」は挑戦的な市
場での技術革新を達成した多文化、多分野と適応チームを率いて導いた。肯定的な雰囲気とする
ことができる態度は伝染性があり、Treonが熱望しているビジョンと目標に到達できるように前進
することです。

IX. 会社体制
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チーム
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Hesham El Metainy
Treonの創設者、戦略

Heshamは、グローバルな情報通信技術（ICT）企業における25年の経験を持つ熟練したエグ
ゼクティブです。彼は主要な企業戦略を再整形し、MEAの地域全体の商業業務の設計と実装を
主導し、収益目標を達成する上で成功しました。彼は、シスコシステムズ、ロジカ、オラスコム、
およびザインアフリカで、中東などの国際企業の急成長の背後にある主要な触媒でした。
Heshamは、新興市場における初のデジタル顧客中心のモバイルオペレーターを作成して起動
するコアチームの一部でした。彼は技術や暗号ベンチャーの数にシード投資家と顧問でありま
す. 

Mohamed T. Kesseba
マーケティング部長

モハメドはTreonの戦略的支点の一部としてマーケティングを管理します。実行を通じてビジョ
ンと戦略から新規事業を構築し、収益数百万ドルに影響を与えるの確立された記録を達成し
た経験B2BおよびB2Cの両方のモデルの20年のマーケティングと戦略の幹部。彼は一流のフォ
ーチュン500社の企業でシニア国際的な位置を開催し、4つの大陸の主要なグローバル市場の
知識が豊富です。チャータードのマーケティング担当者、CIM英国は、ESLSCAビジネススクー
ルフランスでMBAを取得。モハメドはIIMP™、CIM英国とSCIP米国の全メンバーで国際的に
認められたマーケティング規格IAMS™ボードの上に座ってSVPコロンビアビジネススクール
とMITでデジタルビジネスにおける共同大学院ディプロマを保持しています.

Khaled Khorshid
Treonの創設者、技術

ハレドは、彼が古い破壊し、新しいビジネスモデルを作成するための技術プロジェクトを主導
大手コンサルティング会社アクセンチュアとEDSと彼の25年のキャリアを開始しました。彼の最
も最近のは、アフリカやアジアの太陽電池式マイクロ電力網の配信、課金、および支払いに革
命を起こし、シリコンバレーのスタートアップました。ハレドは北アメリカ、アフリカ、アジアで大
きなエネルギーと電気通信のユーティリティの中に知名度の高い幹部の役割を開催しました。
そのような役割の彼の最後は、アフリカで5番目に大きな携帯通信事業者に向かっていました
。彼は、デジタル変換の専門家、いくつかの新興企業のアドバイザー、および暗号起業家であり
ます.
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Binal Patel
技術部長

Binalは強いテクノ機能の背景を持つベテランITストラテジストです。彼はblockchainプロジェ
クトの開発など、技術業界での経験の13年を、保持しています。 Binalは2015年以来、暗号スペ
ースで活動されていると彼はソリディティプラットフォーム上でスマート契約の構築に豊富な
経験を持っているなどイーサリアム、ビットコインなど分散型技術の総合的な経験を有してい
ます。 Binalは、拡張インテリジェンスプラットフォームの主要チームメンバーの1であります（
tokensale.xchangerate.io）

Hoda El Kara
コーポレートコミュニケーションの責任者

PR、マーケティング、イベント管理、多言語コンテンツの開発・配信における幅広い経験を持つ
プロのコミュニケーション。過去12年間の通信生態系で働いていたと、このようなドバイと中東
全体で技術、FMCG、レジャー、ファッション、高級ブランド、不動産、政府やグローバルなビジネ
ス勧告など様々な慣行に高い階段クライアントのために品質やコンサルティングサービスを
提供。イベント管理でのベテランは、彼女は、イベント管理会社を共同設立し、民間、公共NGO

分野で顕著協力関係を確立しました。ホダは、ベイルート、レバノンのセントジョセフ大学から
の翻訳で修士学位を取得しました.

Miranda Rector
製品責任者

心理学とデザインを背景に、ミランダ学長は、Treonで製品の役割の彼女の頭にもたらす初期
の構想段階からソフトウェアおよびアプリケーション製品を管理する上での彼女の豊富な経験
、開発と市場への送達の成功に至るまでのすべての方法。教育、小売、Eコマースとフィンテック
産業における製品戦略とシステム設計に特化した、ミランダは最高の製品のプラクティスに関
する専門知識を取得し、生命の世界クラスのソフトウェアに持ち込むと、地域の複数のテクノロ
ジーベンチャーで働いていますアプリケーション。

Harshil Sanghavi
ブロックチェーンアーキテクト

Harshilは、業界で10年以上の経験を持つ高度に専門的で信頼できるICOアドバイザー、ブロッ
クチェーンの熱狂者、暗号投資家です。彼は、深い知識と処理キャンペーンで豊富な経験を所
有しています。現時点では、彼は7つのblockchainベースの新興企業で顧問です。彼はすべての
利害関係者、プロモーター、投資家や顧客に利益をもたらす可能かつ実用的なビジネスモデ
ルを開発するための完全なロードマップを提供します。ビットコイン、イーサリアム、Block-

chainICO、暗号所、暗号鉱業プールや鉱業農場でHarshilis熟練。
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顧問
Dr. Saad Al-Barrak
主な顧問、テレコム戦略＆コーポレート・ガバナンス

博士はアル・Barrakは、通信ユーティリティで世界的に有名なパイオニアです。ザイン・グルー
プの最高経営責任者（CEO）2002年からほぼ7年間で2010年に辞任するまで、博士はアル・
Barrakは、国際的に1つの国の1人の未満万人の顧客を持つ（MTCのように知られている）瀕死
、国営電気通信事業者を変換しました巨大ザイン、アフリカ、アジアの23カ国で1億人以上の顧
客に到達した会社。彼は、彼のプロとしてのキャリアの多くの著名なリーダーシップ賞を受賞し
ました：2009年に、彼は世界の通信事業誌で第20回で最も影響力のある電気通信幹部世界的
にランクされました。博士はアル・Barrakは非常に権威のある高等教育機関、業界の会議、世界
中の企業イベントで動機付けと管理のスピーカーを求められています. 

Alain Sainte Marie
顧問、テレコムと金融

アランは、財務および管理における運用30年以上の経験を持っています。彼は、このようなコー
トジボワールアトランティックテレコムの最高経営責任者（CEO）として、Etisalatはとして通信
グループ内のいくつかのトップエグゼクティブの位置を占めていました。 VTELホールディング 

- イラクでItisalunaの最高経営責任者（CEO）、ヨルダンの保持のグループCFO; ザインナイジェ
リア、ザイン・グループ中東のためのCEOザインガボンとCOOで最高経営責任者（CEO）。ザイ
ンアランに入社する前は、エジプトで保持IraqnaのCEO、TunisianaのCFO、及びOTHのCFOで
した。 Cellis®財務管理ディレクターの副として - 以前の彼は、フランステレコムのモバイルリバ
ン（FTML）としました。アランはベイルートのサンジョセフ大学からの情報技術のマスターを開
催します.

Dee Murphy
アドバイザー、ブランディング、デザイン

ベルウェザー - ディーは、地域で最も受賞ブランドのコンサルタント会社の一つでマネージン
グ・パートナーです。長年にわたり、彼女とベルウェザーのチームは、地域の電力の家を案内し
て差別化を作成し、ブランド体験を構築する上でアップを開始しています。彼らが真の可能性
を実現するのを助けます。彼女の経験は、地域企業におけるシニアブランディングやマーケテ
ィングの位置だけでなく、賞を受賞した通信会社が含まれています。ディーの最も最近の仕事
は、少し例を挙げれば、デュ、Careem、STC、KIPIC、総理府（UAE）とエンターテイナーのための
クウェート石油とされています
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Anthony Blenman
顧問、調達およびクロス貿易協定

オマーンでのボーダフォン、MTN、STCそして最近Ooredoo：調達およびプロジェクト管理にお
ける20年の経験で、トニーは、世界最大の電気通信会社のいくつかと協力してきました。トニー
は「STCからJawwy」のサウジアラビア、初の携帯での最近の打ち上げに携帯でGoogleと
Facebookの立ち上げを通じてケニアのサファリコムのモバイルマネーなどの多様な配信プロ
ジェクトを持つソリューションを変えるイノベーションと生活を壊す地面のスリルを楽しんでい
ますアプリでのサービス。

Jad Hindy
顧問、デジタルマーケティングとコミュニケーション

中東・北アフリカ地域全体のビジネスのセットアップ、スタートアップ、マーケティング、コミュニ
ケーション、ブランド構築の経験20年のベテラン幹部。デジタル通信のための彼の情熱で知ら
れ、彼はサウジテレコム、Jawwy、Ooredoo（Qtel）、デュ、Etisalatは、P＆G、ヴァージンモバイル
、レッドブル、ユニリーバ、カタール国立銀行、マクドナルドなど、MENA地域で最大のブランド
のいくつかに取り組みました、エミレーツNBDは、熱望、Careemは、いくつかの名前を付けます
。 JADは、いくつかの成功したとのシリアル起業家は2011年に、2008年にNetizencyを設立
123vouchersを持つ存在であるColNewMedia 2013年と2014年2012年以来のアクティブTiEの
ドバイの創立会員、および新興企業へのマーケティングの分野で活躍メンターと顧問にブラン
ドを従事し、起業家。

Mathew Kimolo
顧問、エネルギーユーティリティと太陽光発電

マシューはケニア初の民間電力ユーティリティであるパワーサプライ内蔵の会社のセールス、
マーケティングおよび顧客エンゲージメントのディレクターです。彼は、アフリカにおける再生
可能エネルギーの消費者製品のための最初商業的に実行可能でスケーラブルな流通チェー
ンの1を内蔵した再生可能エネルギー業界での確かな経験を持っています。マシューは、彼が
東アフリカ地域のセールスディレクターだった医薬品および医療機器業界からのエネルギー
スペースに参加しました。

Ahmed Abdelgelil
顧問、エネルギーユーティリティ＆コンサルティング

アーメドはZYMAG CCIコンサルティングの創設者兼MDです。彼はまた、Skoposコンサルティ
ングMEA地域共同設立。彼は、石油、技術、電気通信、製薬、建設、教育、慈善事業や日用品など
の公共部門と民間部門の両方で、様々な機関の上級幹部やコンサルタントの役割の経験30年
以上を持っています。アフマドは、新しい文化が変化を促進し、従業員の関与を強化する戦略的
フォーカスを高め、その価値とサプライチェーン全体での生産性と操作効率を向上させるため
にリストラや大企業の変革を主導しました。彼は、シュルンベルジェ、イーライリリー、ヒルティ、
＆ザイングループなどの多国籍企業で数多くのトップ管理職を開催しました。彼は、世界的な
業界の会議でUCLA MBAの卒業生と話者であります
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https://confideal.io/pdf/cfdl_product_wp.pdf

https://www.bitcoinus.io/docs/Bitcoinus%20Whitepaper.pdf

https://pumapay.io/docs/pumapay_whitepaper.pdf
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Mark Hill
顧問、法律および著作権

広く最後の20年間、地域の有力メディア、広告や娯楽弁護士として認められ、マークの権利弁護
士は、クリエイティブ産業、知的財産、技術およびすべてのものデジタル専用のブティック会社
を実行します。彼は定期的に国際ライブイベント協会、UAE生産フォーラム、Mestaria（革新的
なアートコンサルタント）と部族（地域の最後の残りの独立した広告とデジタル機関の一つ）を
含むさまざまな組織のために理事会に座っています。

未来はここにある、今私たちに参加します！


